
本誌は日ごろご支援・ご協力を頂いている皆様に TNI（泰日工業大学）と学生をいっそう理解していただく狙いです。本号では 201４年 11月 28日実

施した TNI第 2 回勉強会のうち、タイ人へのものづくり教育の実践およびタイ大学生・卒業生 400 人に聞く日系企業に期待することを紹介、タイ社

会理解と産業人材育成の参考にしていただければ幸いです。 (2015.06) TNI学長室 TEL: 02-763-2749/2770 Email: tniinfo@tni.ac.th URL: www.tni.ac.th 

                 タイ人へのものづくり教育の実践  クリサダー ヴィサワティーラノン（TNI 前学長・名誉教授.） 
                ○タイで革新的な日本的ものづくりの本質を教える意義と内容をわかりやすく整理してお伝えします。 

                ○以下は、２０１４年１１月２８日の講演およびその時のテキストの中から、特に海外での日本的ものづくり教育もしくは日本的 

                  ものづくりの技術移転に関わる方を対象に日系企業等でご利用いただく観点から再整理しました。 

                ○大学と企業では違う面もありますが、内容・やり方などご活用いただき、ご意見いただければ幸いです。（編集：吉原秀男） 

 

学生フォーミュラ参加は、ものづくり習得の絶好の機会 

クリサダー前学長、旭日中綬章受賞記念に

発行した、ものづくり教育 ⇒ 

  

趣旨：日本人が日常接するタイでは、交通ルールや社会の規範意識、例

えば歩行者道路の利用、時間を守る、並んで待つ、チームで取り組む…

等、「日本と違いを感じる」人が多いようです。さらに風土・歴史・文化環境

から、日本的価値体系である「日本的ものづくり」は、簡単にはタイ（世界

各国）に移転できません。これらは、子供の躾に始まり、学校・大学での教

育方法が、日本と必ずしも同じでないことも起因していると考えられますが、

TNIでの日本的ものづくり教育の取り組みは、後述のように、日系企業等、

技術移転を推進する方にとって示唆に富むものと考えます。 

＊なお、講演と原資料提供のクリサダー学長は、2015年 12月 7日に学長

を退任しましたので、役職は前学長とさせて頂きます。本誌では、クリサダ

ー前学長の講演およびパワーポイント資料が基ですが、上記観点から、

日本語訳と追加説明など加筆させて頂きました。 

１ TNI で培う日本的ものづくりのエッセンス 

 下記は４年間で TNI の学生

が学習する日本的ものづくり

の内容（方法）です。これらは

内容というよりも手段ないしは、

やり方と言う方が良いかもし

れません。ま

た日本の環

境とタイ（外国）の環境は違いますので、後の 3・4・5 で紹介する

産業基礎能力や日本語、日本企業文化も、タイ人が習う重要項

目です。例えば５ゲン主義は、まず３ゲン主義と言われますが、

語学（日本語）を外国人が十分に理解して使いこなすには、文

法を習うことが重要で、同様に原理原則を習う意味があります。

タイの大学では産業教育・組織教育が足りないと言われるプラ

ユット首相の国家経済社会開発委員会での発言（2014.9.26）

のなか、TNI のこれらのやり方は、タイのこれまでのやり方に

は革新的で、タイの中核産業人材づくりに役立っています。 

① 科学、技術とスキル 

② 実験と実技 

③ 実際にものをつくって学習する 

➡学生は 1年生段階で、物理、

化学など諸科学を習いますが、

実習・実験を重視しています。 

④ 製品設計、試作、製造、検査、品

質管理、流通に至る全工程を理

解する 

⑤ 課題解決型学習（PBL）（４の写真説明等をご参照） 

➡PBL では、学生に多面的に物事を考えられるようにプロジ

ェクト課題を重視しています。これにより、学生にチームで実

際のものづくりを体験させます。 

⑥ 企業の方（専門家）からの直接指導 

⑦ 実際に企業の設備機器を利用させてもらっての実習 

➡企業には良い設備機器がたくさんあり、企業の方の指導

と相俟って、相乗効果的な実習になります。 

⑧ インターンシップ（就業体験・企業内実務訓練） 

➡4年次前後から、学生は各企業で 8週間・16週間のインタ

ーンシップを受けます。学生自身で現場の問題とカイゼン方

法を研究し、レポートを提出します。 

⑨ 5ゲン主義: 現地、現実、現物、原理、原則 

➡TNI では学内に「ものづくり５ゲン主義 5 Gs of Monozukuri」を

表示・指導しています。表 1 の英文説明は、漢字の標語理解を

補完する意味説明に有効です。 

表１ ものづくり５ゲン主義 5 Gs of Monozukuri 

1 現場 Genba Learning from the workplace 

2 現物 

Genbutsu 

Learning from the work environment and 

real materials 

3 現実 Genjitsu Learning from practice in real situations 

4 原理 Genri Learning from theories 

5 原則 Gensoku Learning from rules and regulations 
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      タイ大学生・卒業生 400人に聞く日系企業に期待すること ランサン・ラートナイサット（ＴＮＩ経営学部長） 

下記テーマについて、評価項目の順位（重視度）を調べました。ご参考にしてください。 

 

２ 日本的もの（モノ）づくり教育、従来のやり方との違い 

 TNIで教えるものづくりとは、１）日本の生産に関する文化・

価値システムで、2）使用する人（顧客）の要求事項に合った科

学技術と技術スキルを使って、高品質製品を創造する術（ア

ート）と精神を言います。 

 また、『おもてなし』と言う言葉が最近流行していますが、上

記は製造だけでなくサービスなどを含む広い概念で、最近は

「もの」でなく「モノ」という言葉も使われています。さらにものづ

くりとは、以下の科学、科学技術、技術スキルが統合されたも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 科学：科学、数学、基礎理論で、技術革新の基礎になる。 

2. 科学技術（テクノロジー）：工学技術（エンジニアリング）、設

計、試作、生産。 

3. 技術スキル：計装・計測、工具設置・段取り、問題解決、カイ

ゼン。 

 上記を含めた TNI のものづくり教育は、表２にあるように、タイ

従来の教育方法を反省し、これまでのやり方と違う革新的・画

期的なもので、タイのこれまでの価値観を改めるものです。 

  

表２ 従来の教育と TNI ものづくり教育の違い 

従来の教育 TNI ものづくり教育 

公共の関心に応える 産業・企業ニーズに応える 

理論と実験 科学、技術、スキルの統合 

講義主体の学習 課題解決型学習（PBL） 

就職は大学責任でない 就職ニーズに応える 

知識（教えたいこと）重視 自律学習志向 

試験による評価 問題解決スキル 

 日本企業文化習得 

日本的ものづくりの思想に基づき各技能を習得 

数値制御実習 課題解決型学習

（PBL） 
からくりマシーン大会 

ものづくり PBL(課題

解決型学習)  

語学・コミュニケーショ

ン能力向上 
企業研修で、専門技能

と規律等の組織力向上 

４００人の日系企業への期待内容 平均値 順位 

１）企業の知名度 4.1000 8 

2）職の安定性 4.0175 9 

3）個人が成長できる機会 4.3025 5 

4）会社方針 4.4475 1 

5）報酬・福利 4.3750 2 

6）仕事の内容 4.3350 3 

7）組織運営 4.2425 7 

8）人間関係 4.2450 6 

9）労働条件 4.3225 4 

2. 日系企業で成長の可能性（5項目）：①社外の研修機会、  

②社内での研修機会、③日本での研修、④勤務しながら進

学の機会、⑤どんな（階層の）従業員も幹部になれる可能性

➡①②を重視・期待する一方、幹部昇格には、それほど関心

はないようです。（タイでは内部昇進よりも外部からポスト募

集もかなりあり、回答者は若年者が多かったことも影響して

いるようです）。 日系企業では、昇進の機会はややスロー  

◎ 調査回答者 400人の内訳：①男47%、女53% ②年齢：21歳以下12%、

21‐25歳 74%、26歳以上 14% ③TN I学生・卒業生 58%、TNI以外 42%

（タマサート、カセサート、マハサラカム等、33大学） ④学生 180人

（TNI125、他 55）45％、社会人 220人（TNI卒 106、他 114）55％ 

◎ 社会人職位：事務 33％、監督 21％、管理職 34％、他(自由業)12％ 

◎ 各調査項目は、1.00から 5.00まで 5段階に分けて評価してもらいまし

たが、ほぼ全項目にわたり、3.51－4.50のやや高い評価になり、はっ

きり違いの目立つ結果になりませんでした。（☆タイ人は、高い評価と

低い評価をする者は稀で、中間評価をする例が多いようです）。 

◎ この日系企業勉強会参加者からは、「タイ人学生やタイ人従業員が

意識している項目がよく分かった」との評価です。 

◎ 以下の○の数字は回答者の重視度（高位→下位順）です。 

1. 400人の日系企業への期待の内容（全 9 項目-表参照）： ①会社方

針、②報酬・福利、③仕事の内容 ④労働条件、⑤昇進機会、⑥人間

関係、⑦組織運営、⑧知名度、⑨職の安定性➡⑨職の安定度、⑧知

名度よりも、①会社方針 ②報酬・福利面を重視・期待しています。ま

た、「知名度ある日系企業に働いていること」に誇りを持ち、日系会社

は、「わりと良い」との評価です。さらに日系企業では、「変なことをし

なければクビにならない」という職の安定面も評価しています。 

 



産学連携インターンシップ 
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日本的ものづ
くりの思想

（５ゲン主義、
カイゼン…）

ＴＮＩ学部生の人材育成

（概念図）

語学・コミュニケ
ーション力

組織力

（社会人基礎力--管理基礎力）

専門技術力

３ ものづくりと規律、チームワーク等産業基礎能力 

 今日テクノロジーの発達は目覚しく、その変化に応じた能力を

有する人材育成が重要課題となっています。TNI のすべての教

育課程は 、現場のニーズを柱 と した能力育成主義

（Competency-based Education）の教育方針に基づいて設計さ

れています。すべての履修者が、専門技術力他、図の能力を

身につけ、現場のニーズに対応した即戦力となるように努めて

います。ものづくり思想に基づく専門技術力だけでなく、日本の

環境にないタイ人がものづくり環境も学ぶ土壌として日本語・日

本理解を含めた語学・コミュニケーション力、さらに産業の土台

として組織力も重要です。特に日本企業等とのネットワークを生

かしたインターンシップで、ものづくりの考え方や組織行動など

の実務力を強化します。（右図と 2頁の写真等をご参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、欧米の成果・抜擢主義よりも安定・確実志向者には向いている

ようです。一方日系企業では「トップにはなれない」課題もあるよう

です。   

3. 会社の方針（5項目）：①仕事の効果・効率向上、②事業方針の

明確性、③社員の生活水準重視、④組織運営方針の徹底、⑤会

社の理念・方針を全社員に共有➡順位差は余りありませんでし

た。タイ一般のサバーイ＝快適・気楽・拘束されないのを好むとい

う考えの一方、回答者は日系企業の考えを肯定評価しています。 

4. 報酬・福利面（9項目）：①ボーナス、②残業手当支給、③能力対

応給与、④学歴に準じた収入、⑤制服支給、⑥昼食支給、⑦両親

も医療費扶養対象に、⑧医療費扶養対象に妻子を、⑨有給休暇

の給与振替➡回答者が学生や、勤続数が短い若年層を反映して

か、家族手当よりも、本人の給与重視の傾向です。（5 も同様） 

5. 報酬・福利面２‐手当て（8項目）：①毎年の定期診断実施、②社会

保険以外に健康保険を提供すべき、③通勤手段の提供、④通勤・

旅費の会社負担、⑤子供の教育手当支給、⑥住宅手当、⑦非常

時の融資、⑧社内の従業員運動施設提供。 

6. 仕事の内容（7項目）：①担当する仕事が面白い、②仕事を効果的

に管理できる、③知識を仕事に活用できる、④外国語能力を使う

仕事、⑤仕事の多様性、⑥納得できる仕事量、⑦チャレンジングな

仕事➡タイ人は、一般にチームワークは自分の評価が分からな

く、嫌いで、自分が実際できる仕事を好むようです。 

7. 組織運営について(3項目)：①社員の公平・平等な扱い、②あらゆ

る層の社員の意見を聞き入れる、③国際的標準管理を尊重し、命 

令の繰り返しを避ける。 ➡一般にタイではホウレンソウは苦手

で、タイ人はプライド・誇り高く、人前では相談しません。人前で分

かっていないと恥ずかしいという感情があります。 

8. 職場の人間関係(4項目)：①同僚との人間関係、②上司に何でも

相談できる、③日本人幹部の気遣い、④日本人幹部は従業員の

あらゆることを知る。 

9. 労働条件(3項目)：①職場の安全、②仕事が効率的にできる職

場、③職場内で、休息・休憩できる場所の提供。 

10. まとめ 

１）学生の評価では、概して①会社方針と②収入・福利を重視。 

２）仕事の安定では、①職の安定と終身雇用を重視。 

３）会社の知名度では、①知名度のある日系企業勤務に誇りを持つ、  

  ②企業が有名、③社会的評価があること。 

４）成長機会では、①社外研修と②日本研修を評価。 

５）収入・福利面では、①能力に適した収入と②ボーナスを評価。 

６）組織運営では、①社員への公平と平等、②社員の意見を聞く。 

７）TNI と TNI以外の違いでは、①会社方針を TNI生が、②収入と 

  福利を TNI以外がより評価。 

８）学生と勤務者では、会社方針に勤務者が重きを、収入・福利は 

  TNI以外が重きを置く。 

９）TNI と TNI以外、学生と勤務者では、会社方針について TNI生が 

  より重きを、特に TNIの勤務者が評価。 収入・福利面では 

  TNI以外の学生がより重きを置いた評価になっている。  

（*誌面の都合で、日系企業が関心あると思われる、タイ人の特徴が現れて

いることに焦点を当てました。構成・コメントなどは、吉原が編集・要約・加筆

しました） 
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  4 TNIのものづくり教育の実例 

1) 大阪工業大学との国際 PBL 

 単なる講義や実験でなく、PBL（課題解決型学習）として課

題を与えてつくってみる＋学習することに重きを置きました。 

 

国際 PBL体験 大阪工大－TNI共同 PBL 

 

○2014 年８月大阪工大生１０人が TNI を訪問、両大学学生が 6人のチ

ームを組んで課題に取り組みました。 

○無線コンピュータを動かして色を識別し黄色の円柱棒のみを倒す簡単

なゲームですが、途中で故障したりするチームがあったり、失敗 OKで、

失敗を皆で乗り越える意味があります。 

○「チームで分担を決め、考えたことを実際にやる」ことで、ものづくり能

力を育成する試みで、交流しながら目的を達成しました。 

○また長岡高専とは、ロボティックス・ワークショップを実施しました。 

 

２） 経営学部日本語プレゼン・コンテスト 

 2014年2月「日本・タイ産品・サービスをタイ・日本で発売の

販売促進案」をテーマに 4人一組になりチームで競いまし

た。➡タイ・日本両市

場の特性・消費者志

向などを考えての和

菓子、温水洗浄便

座、タイ食品などの

売り込み策を調査し

てパワーポイントに

まとめて、内容・技

術・工夫・説得力・言

語表現力・チームワークなどを競いました。 

３） プロジェクトテーマ例  

 「自分で考え、自分でものが作れ、責任感を持ち、倫理・規

範意識に優れた学生を、下記の活動を通じ、ものづくり教育

によって育てる」を目的に 2013教育年度（2013.6-2014.5）は

表 3のプロジェクトを実施しました。 

 

  

 

○2015年 2月は新商品企画と提案のテーマ

で約 40人（10チーム）がプレゼンしました。 

○質疑応答も日本語で活発に行われました。 

 

 

 なお規律など国民を厳しく管理して、資源のない小さな島国

から世界でまれに見る豊かな国になった、シンガポールの奇

跡とそれを率いたリー・クアンユー元首相は有名な成功事例で

すが、「自由で束縛がないことに重きが置かれる」タイ社会で、

これらの TNI例は、かなり価値ある試みと言えます。 

 

表 3 学生に課すプロジェクトテーマ 

ものづくり 

全般の習得 

チームワーク・責

任感などを育成 

倫理・規範意識の育

成 

JSAE 学生フォーミュ

ラ大会、ネットワーク・

セキュリティ大会、 

手動ノコギリのスキ

ル大会、TSAE 学生

自動車フォーミュラ、

携帯電話アプリ大

会、 

TPA－PLCロボット大

会、 

協定大学協力ロボテ

ィックス・ワークショッ

プ（PBL体験） 

SME（中小企業）診

断、 

TNI 創造性・革新

活動投票評価、 

デジタル絵画演

習、 

TNI タレント・プレゼ

ン、大学祭、 

ス マー ト 学生大

会、 

ビジネス企画、 

省エネキャンペー

ン 

植林活動、 

ファミリーディ、 

コミュニティ開発、 

国王・王妃様生誕行

事、SNS（ソーシャル・

ネットワーク・セキュリ

ティ）、 

親孝行学生表彰、 

イスラム教系学生活

動、不正防止、 

経理担当者向け教

育、非行防止キャン

ペーン 

5 ものづくりと日本企業文化＋日本語とコミュニケーション 

１） 日本語学習を全学生に課す意味 

 日本語は第 1に日本のものづくりを理解する大きな手がかり

であること、第２に日系企業就職に重要なツールでもあります。

特にカイゼン、ホウレンソウ、5ゲン主義など、単純に他の言語

に翻訳できず、その背景、文化環境を理解してもらう必要があり

ます。さらに最近の日系企業のタイ進出は、語学が必ずしも得

意でない方が、一人で来られることも多く、専門技術と日本語が

できる人材を求めています。  

 TNIでは、語学学習では、英語・日本語ともに数値目標を持っ

て学習しています。3年次ですが、英語は TOEIC600点を目標、

日本語は日本語能力試験 N4級（BJ専攻者は N3級）を目標に

しています。限られた授業時間の中で、専門能力のほかにこれ

らの能力を身につけることは大変なことですが、TNIでは教室内

だけでなく外部での教育、スピーチコンテストの実施、ネイティ

ブ・スピーカーと話せるチャットルームの機会、日本での日本語

学習推進、模擬試験による語学能力検定を推進しています。 

２） 日本企業のものづくり文化 

 日本企業文化は、社是、朝会、社歌、QCサークルなど、たくさ

んの特徴がありますが、TNIで重きを置いているものは以下の

通りです：規律、チームワーク、人の尊重（他の意見を聞く）、時

間遵守、５S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）、TQM（品質経営）、

３M（ムダ、ムラ、ムリ）、安全と環境の尊重、カイゼン。 

 これらも表３のプロジェクトテーマ例をご参照ください。 
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